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  2/5（月）･19（月）
フィットネス雪かき
　雪かきは冬場のいい運動になります。雪
かきで腰･腕を痛めないように、体の一部
分に過度な負担をかけず、運動として実施
する方法をお伝えします。 
対象　市民
時間　10時～11時30分 
場所　B&G海洋センター（花畔337･4）
講師　石狩市総合型地域スポーツクラブ
アクト　寺島 聖人氏 
持ち物　雪かき用スコップ、防寒着、帽子、
手袋、長靴、上靴、飲み物、タオル、着替え
など
定員　30人（申込順） 
費用　無料
申込期限　1/26（金） 
申込・問合せ　スポーツ健康課　
☎72･6123

 

  2/7（水）
第11回平和の学習会
対象　市民 
時間　13時30分～15時30分
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　上田文雄弁護士（前札幌市長）
費用　300円 
主催・問合せ　市民ネットいしかり　
☎72･8161　

  2/9（金）
第13回ロシアのつどい　
ワインパーティー
　黒海とカスピ海に囲まれたコーカサス地
方は「ぶどう醸造文化」の発生の地で世界
最古のワイン生産地と言われ、そのワイン
製法は世界無形文化遺産に指定されてい
ます。 
時間　18時30分～　※送迎バスあり
場所　茨戸ガーデン（生振39･2） 
定員　50人
費用　3,000円
申込期限　2/5（月） 
申込・問合せ　日本ユーラシア協会
石狩支部事務局　三上さん
☎　74･4104　　☎090･3775･8624

  2/11（日・祝）
水泳記録会兼泳力検定会
内容　各泳法での記録会および基準タイ
ムによる検定の実施 
対象　市民プール在籍生徒、市内在住者･在
勤者、市外近郊者　※25m以上泳げること
時間　9時30分～13時（予定） 
費用　記録会は入館料のみ（回数券不可）、
検定料は1種目1,000円　※1人2種目まで 
そのほか　一般開放は15時からを予定
申込方法　市民プール窓口にある申込書
に記入し、費用と一緒に申し込み 
申込期間　1/4（木）～31（水）
場所・申込・問合せ　市民プール（花川北3
･2）　☎74･6611 　

  2/20（火）
いしかり市民カレッジ　主催講座17
アイヌの送り儀礼

　アイヌの方たちは、自然･動物･植物･道
具など人間をとりまく全ての事物に魂が
宿っていると考えていました。講座では、ア
イヌの方たちが行っている魂を神の国へ送
り返す儀礼について学びます。 
時間　10時30分～12時
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　札幌大学専門員、非常勤講師（アイ
ヌ語）　岡田 勇樹氏
持ち物　筆記用具
費用　受講料500円　カレッジ生400円 
申込期限　2/6（火） 
申込・問合せ　いしかり市民カレッジ運営
委員会（市公民館内）　☎74･2249　
※平日9時～17時 

2017年　はまなすの丘の自然写真
ミニテーマ展
　今年度、はまなすの丘で観察された花と
生き物の写真を月替わりで展示します。 
【テーマ】　
1月　はまなすの丘　夏の花と海鳥たち
2月　はまなすの丘　草原の鳥たち
3月　はまなすの丘　チョウたち
4月　はまなすの丘　秋の花とトンボたち 
場所　市民図書館（花川北7･1） 
問合せ　石狩浜定期観察の会　安田さん
☎74･6198
 

石狩ハイスタンプ会
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA１枚を事務局で交換。 
日時　1/5（金）10時～
定員　5人（1人1枚、先着順）
【新年とくとくお年玉】　
　イベントの詳細は1/4（木）の朝刊折込チ
ラシをご覧ください。
期間　1/4（木）～8（月・祝）
【共通事項】
場所・問合せ　石狩ハイスタンプ会事務局
（花川南2･2）
☎72･4575　※平日10時～16時

第21回石狩市民体育大会　冬季大会
【スキー】
日程　2/4(日) 
種別　大回転
場所　テイネオリンピア
申込期限　1/29(月)
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会
　64･1222

【ソフトテニス】
日程　1/21(日) 
種別　一般男女A･B、壮年の部
場所　サン･ビレッジいしかり 
申込期限　1/16(火)
申込・問合せ　斉藤さん　☎72･3173

【ゲートボール】
日程　3/7（水） 
種別　一般、団体戦
場所　サン･ビレッジいしかり
申込期限　2/28(水)
申込・問合せ　小林さん　☎73･6212

【パークゴルフ】
日程　1/28（日） 
種別　男女混合個人戦
場所　サン･ビレッジいしかり 
申込期限　1/20(土)
申込・問合せ　沢口さん　☎　74･0804

【ミニバレー】
日程　2/18（日） 
種別　四面ミニバレー
場所　B&G海洋センター 
申込期限　2/2(金)
申込・問合せ　小黒さん　
☎090･9759･2749　　72･9245

【サッカー】
日程　①2/17（土）　②2/18（日） 
種別　①少年室内サッカー（8人制　U-9･U-11）
②フットサル（一般･ミドル）
場所　サン・ビレッジいしかり 
申込期限　2/5（月）
申込・問合せ　草島さん　
☎64･1220　　64･1222

【テニス】
日程　2/25（日） 
種別　一般男子ダブルス、一般女子ダブルス
場所　サン・ビレッジいしかり 
申込期限　2/18（日）
申込・問合せ　渡辺さん
　putietu@yahoo.co.jp

【ソフトボール】
日程　3/4（日） 　
種別　小中学生
場所　サン・ビレッジいしかり 
申込期限　2/25（日）
申込・問合せ　内川さん　
☎090・1647・2148　　72・1280

雪かき＝おっくうと思っているあなた！
運動量が減りがちな冬こそ、
雪かきでいい汗かくギョ～
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任期付職員は正規の市職員（有期）で
す。試験合格で登録後、育児休業の代
替として採用します。
募集人数 若干名
勤務場所 ①育休取得職員が発生した
部署 ②りんくる
任期 1年以上3年以内
登録期間 ①H30/3/1～H33/2/28　
②H30/4/1～H33/3/31
報酬･勤務時間 市正規職員と同内容
受験資格 ①S37/3/2以降に生まれ、高
等学校卒業以上で民間企業などの職
務経験が3年以上ある方 
②Ｓ37/4/2以降に生まれ、保健師免許
を持ち保健師業務経験が3年以上ある方
採用予定日 育休を取得する職員が発
生した時
試験日 ①2/16（金） ②2/22（木）
試験会場 市役所（花川北6･1）
試験の内容 作文、事務適性検査、個人
面接
申込期間 ①1/10（水）～2/8（木） ※必着 
②1/10（水）～2/15（木） ※必着
申込方法　受験申込書（市役所3階行
政管理課で配布。市HPからも入手可）
に必要事項を記入し、郵送または持参
申込･問合せ 行政管理課（〒061-3292 
花川北6･1･30･2） ☎72･3151

任期付職員 
①一般職 ②保健師

平成30年度5月～3/31までの専用利
用の受け付けを開始します。大会、講習
会の開催を申請する際は、開催要項を
添付してください。大会、講習会は1カ
月につき1事業のみとします。利用日は
土日祝日のみとし、全面使用とします。
日時 2/1（木）10時～
申込・問合せ  （公財）石狩市多目的ス
ポーツ施設 施設管理グループ 
☎64･1006

平成30年度
サン･ビレッジいしかり
専用利用の受け付け

【SAJ公認級別バッジテスト･ジュニア検定会】
内容 ①事前講習会 ②検定会
日時 ①1/20（土） ②1/21（日）9時～
場所 テイネハイランド4階レストラン入
り口左側（札幌市手稲区手稲本町）
申込期限 1/10（水）
そのほか バス運行あり（有料）
問合せ NPO法人石狩スポーツクラブ
☎090･9084･3941

石狩スキースクール　
スキー教室

申込書 秘書広報課、各支所、市公民館 ※市ＨＰから入手可
申込方法 秘書広報課へ持参（開庁日）、郵送、ファクス、Ｅメール
のいずれか ※宛先は裏表紙をご覧ください

大人の水泳教室（2・3月実施分）

ナイト初心者コース

ナイト水中運動コース

2/5～3/26の毎週月曜
（全7回） 19時30分～20時30分　 

19時30分～20時30分

5,740円

初心者コース 2/7～3/28の毎週水曜
（全7回）※3/21を除く 9時30分～10時30分 5,740円

7,380円

※2/12を除く

2/1～3/29の毎週木曜
（全9回）

大人初級者コース 9時30分～10時30分 7,380円2/2～3/30の毎週金曜
（全9回）

抽選募集団地 ○市営住宅 新別狩東団
地１戸（厚田区）
○単身者住宅 厚田1戸、別狩2戸
案内書配布期間 1/4(木)～
配布場所 建築住宅課、厚田・浜益支所、
各コミセン、本町簡易郵便局
申込期間 1/11(木)～15(月)
※12月以前に公募し応募の無かった
住宅は随時先着募集しています。詳細
はお問い合わせください
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

市営・単身者住宅入居者

日時 1/21（日）10時～12時
場所 花川南コミセン（花川南6･5）
説明種目 ①自衛官候補生（任期制自衛
官） ②予備自衛官補
応募資格 ①採用予定月の1日現在、18
歳以上27歳未満の男女 
②一般：18歳以上34歳未満の方
技能：18歳以上で国家免許資格などを
有する方
問合せ 自衛隊札幌地方協力本部江別
地域事務所 ☎011・383・8955 ※平日
９時～17時

自衛官等 募集説明会

2級ボイラー技士免許（国家資格）申請
要件講習。 ※免許取得には講習のほか、
学科試験の合格が必要
日時 ①1/10（水）～12（金）
②2/7（水）～9（金）
③3/3（土）～5（月）
④3/26（月）～28（水）
⑤4/4（水）～6（金）
⑥5/12（土）～14（月）
⑦6/6（水）～8（金）
いずれも9時～17時
場所 札幌総合卸センター共同会館（札
幌市東区北6東3）
費用 19,400円（テキスト代別途）
申込期限 講習開始の5日前まで
申込･問合せ （一社）日本ボイラ協会北
海道支部 ☎011･717･8636
　 http://www.jba-hokkaido.sakura.ne.jp/

ボイラー実技講習

定員 10 人（申込順） ※最少開講人数3 人
申込方法   1/4（木）～26（金）に費用、印鑑を持参し申し込み
場所・申込・問合せ 市民プール（花川北3･2） ☎74･6611 　　  

※申込不要

会員募集
【エプロン教室･にんじんの会】
内容 料理サークル
対象 男性の方
日時 毎月第2木曜9時～13時
場所 りんくる（花川北6･1）
費用 年1,200円、月1,350円
申込・問合せ 小谷さん ☎　 74･4555FAX

H P

募 集募 集募 集

3月号の原稿締切日は
1/31㈬までです

必ず連絡先を明記してく
ださい。「会員募集」は申
込順、掲載は年1回です。

コース名 日　程 時　間 費　用


